
会場：

期日：
エントリー： 51名

出場： 49名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 菅原 大喜 開志国際高3 70 (37、33) 瀧野 敦史 二松学舎大附属柏高3 85 (42、43)

末広 大地 新発田高3 70 (35、35) 坂本 陽仁 西武台千葉高1 85 (41、44)

小林 翔音 西武台千葉高2 70 (35、35) 43 伊藤 琉晟 東海大浦安高1 86 (45、41)

4 橋詰 海斗 開志国際高1 71 (38、33) 44 中嶋 太我 千葉黎明高1 87 (47、40)

岩国 佑来 千葉黎明高3 71 (36、35) 二階堂 晴仁 千葉黎明高3 87 (46、41)

羽部 大輝 拓大紅陵高2 71 (34、37) 46 江原 泰旭 開志国際高1 89 (44、45)

7 澤田 竜成 千葉黎明高2 72 (37、35) 47 高橋 真士 千葉黎明高1 90 (48、42)

大岩 慶尚 千葉黎明高3 72 (36、36) 48 小林 利顕 帝京長岡高1 96 (46、50)

9 天野 一希 麗澤高3 73 (39、34) 49 吉田 隼人 千葉黎明高3 101 (53、48)

関 翔汰 開志国際高1 73 (38、35) 欠場 岩槻 竜ノ介 拓大紅陵高3

川口 史 千葉黎明高1 73 (37、36) 欠場 水野 太雅 拓大紅陵高1

種村 芽久 拓大紅陵高3 73 (35、38)

- 以 上、 予 選 通 過 －

13 飯塚 結成 千葉黎明高2 74 (38、36)

鈴木 涼仁 千葉学芸高1 74 (35、39)

15 小林 尚史 開志国際高1 75 (38、37)

平城 豪大 拓大紅陵高1 75 (37、38)

17 鶴瀬 覇也 千葉黎明高2 76 (39、37)

相浦 大輝 開志国際高1 76 (39、37)

齊藤 大翔 開志国際高2 76 (38、38)

20 田島 柊一郎 西武台千葉高1 77 (40、37)

東城 大翔 駿台甲府高3 77 (40、37)

金城 龍希 千葉黎明高1 77 (39、38)

佐藤 貴裕 千葉学芸高2 77 (38、39)

柳沢 卓哉 拓大紅陵高2 77 (38、39)

25 江見 優輝 開志国際高1 78 (40、38)

田口 青空 開志国際高1 78 (38、40)

須藤 陸人 拓大紅陵高1 78 (37、41)

28 長崎 直仁 拓大紅陵高3 79 (39、40)

猪狩 竜 開志国際高2 79 (38、41)

豊嶋 泰章 西武台千葉高1 79 (37、42)

31 黒滝 正義 新潟一高2 80 (41、39)

疋田 大河 開志国際高1 80 (38、42)

33 遊佐 一成 拓大紅陵高3 81 (41、40)

池田 陽翔 千葉学芸高2 81 (41、40)

35 中村 雄歩 西武台千葉高3 82 (43、39)

鈴木 雄大 開志国際高3 82 (41、41)

窪田 蓮 駿台甲府高1 82 (41、41)

飯塚 晴貴 千葉黎明高3 82 (39、43)

39 府川 流士 西武台千葉高3 83 (41、42)

40 大野 政佑 印旛明誠高1 85 (46、39)

7月19日(火)

関東ジュニアゴルフ選手権関東ブロック予選競技男子15～17歳の部

日高カントリークラブ 東・西コース( 6769Yards   Par 72 )


